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おっとっと！

二月六日︵土︶
︑広島県八幡高原１
９１スキー場で︑のびのび教室﹁ス
キー教室﹂を開催しました︒
参加者は︑大人と子ども合わせて
十九人︒当日は︑天気も雪の状態も
よく︑スキー場でスキー板に履きか
えた参加者は︑元気にゲレンデへ飛
び出していきました︒

初めてスキーに挑戦する子もいま
したが︑指導者の育英小学校の先生
に歩き方や止まり方の指導を受けた
後︑さっそくリフトで上に登って︑
斜面を滑り降りていました︒
昨年滑れなかったけど上手く滑れ
るようになっていたり︑午前中は転
んでばかりいたのに︑午後にはスイ
スイ滑れるようになっていたりと︑
子どもたちの上達の早さにはビック
リ！大人顔負けです︒
また︑ソリ遊びをする子どもたち
は︑飽きることなく何度も滑って︑
楽しく遊んでいました︒

そりを引っ張ってもらって「らくちん、らくちん」

見て見て！滑れるよ〜
すごいでしょー！

二月七日︵日︶
︑毎年恒例の体力つ
くりスケートツアーが︑須佐スポー
ツ振興会弥富支部の主催で開催され
ました︒今年は三十四人の参加者が︑
サン・ビレッジ浜田でスケートを楽
しみました︒毎年︑参加している子
どもも多く︑ほとんどの子どもたち
が︑慣れた足つきで滑走していまし
た︒上手な子は︑後ろ向きに滑るこ
とができ︑教えてもらいながら︑試
してみましたが︑大変難しく︑大人
には上達するのに時間がかかるよう
です︒

スケートを滑りおえた皆さん、いい笑顔です！

最後に︑スケート場の玄関前で記
念写真を撮影して︑弥富へ帰りまし
た︒みなさん︑お疲れさまでした︒
来年も︑是非︑参加してください︒

みんな楽しそう・・・

ＮＯＳＳを楽しそうに踊る参加者

二月二十四日︵水︶
︑弥富交流促進
センターで弥富やよい学級が開催さ
れました︒
ところで︑皆さんは﹃ＮＯＳＳ︵ノ
ス︶
﹄という言葉を聞いたことがある
でしょうか？
﹃ＮＯＳＳ﹄は﹁Ｎ＝にほん︑Ｏ
＝おどり︑Ｓ＝スポーツ︑Ｓ＝サイ
エンス﹂の略で︑①エアロビクス︵有
酸素運動︶②筋肉トレーニング︵筋
力運動︶③ストレッチ運動︑この三
つの運動が組み合わったおどりです︒
心臓や血管等の負担も少なく︑体力
のない人や高齢者でも気軽に楽しめ
ることができます︒

当日は︑萩警察署小川駐在所の河
野力夫所長を講師に︑まずは交通安
全︑特に交通死亡事故防止や振り込
め詐欺について気をつけてください
とのお話があり︑そのあと︑小川で
定期的に活動されているグループの
皆さんと参加者三十六人全員で︑
﹁Ｎ
ＯＳＳ﹂を実際に踊ってみました︒

曲は﹁この冬︵とき︶がすぎれば﹂
︒
西川右近さんが作詞しており︑冬の
厳しさを感じられるような詩ですが︑
一度聞くと忘れられないような曲で
す︒
動きもとてもしなやかで︑何度か
練習すれば︑すぐに覚えられそうな
振り付けでした︒最後には︑美空ひ
ばりさんの﹁人生﹂の曲に合わせて
ＮＯＳＳを総踊り︒参加した皆さん
は︑笑顔いっぱいで最後まで楽しく
踊っていました︒

三月五日︵金︶
︑須佐さつき学級と
あおば勉強室合同の﹁萩・視察研修﹂
を開催︒二十五人の参加者が︑萩博
物館やエコ・プラザ萩︑至誠館の三
つの施設を巡りました︒
﹁萩博物館﹂では︑国の有形民俗
文化財となった地元須佐高山の宝泉
寺船絵馬と萩のお宝を学芸員さんに
説明してもらいながら見学しました︒
﹁エコ・プラザ萩﹂では︑ゴミが
どのようにして分別されているか︒
また︑不燃物のリサイクルの説明も
あり︑物を大事にしようという気持
ちが再認識されたようです︒
﹁至誠館﹂では松陰先生の偉大さ
を改めて知ることができました︒

〜至誠館〜

〜エコ・プラザ萩〜
アルミ缶を細かく切
ってつくったマスコ
ットが飾られていま
した。

河野所長

〜萩博物館で〜
「宝泉寺船絵馬」を熱心に見学する
参加者。地元須佐のお宝とあって、
質問も飛び交いました。

← 記念碑

いい思い出を
ありがとう⁝

︻同窓生から︼
●四十二年前に校舎 に植えて
あったくるみの実を 持って帰
って家の庭に植えた が︑今そ
れが大きく成長して います︒
一生の思い出です︒
︵女性︶
●閉校になるのは寂 しいです
ね︒︵男性︶

校名盤返納式

須佐分校での３年間は、今まで
（略）３年生の
の人生の中で一番楽しい時間
１１月に最後の
でした。とくに３年生になってか
文化祭として、
らは、毎日学校に行くことが楽
ふるさと祭りに
しみでした。（略）
神上勇気
先生方と５人で
参加することが
（略）５人のメンバーで一緒に過ごし、
でき、（略）最高の学校祭となり
バンドができてほんとうに楽しかった
ました。 この５人で卒 業がで
です。一生の思い出になりました。
（略）
き、 幸せな 時間を過ごせたと
とても濃い３年間、ありがとうござい
思います。 田村宏太
ました。
舟木 希

昭和二十三年九月十三日に隣保館
で開校した︑奈古高等学校須佐分校︒
近年の少子化に伴い生徒数も減って
きたため︑今年︑平成二十二年三月
一日︵月︶
︑最後の卒業式と同時に閉
校式を迎えることとなりました︒
開校以来︑千四百四十五人の卒業
生を送りだしてきた須佐分校︒最後
の卒業生となった五人の生徒はもち
ろん︑同窓生や地域の方が閉校式に
参列し︑思い出の詰まった校舎に別
れを告げました︒

【最後の卒業生の卒業アルバムから】

私が一番思い出に残 ってい
ることは部活動です︒・略・
だんだん上達してい くこと
が とて もう れし かっ たで
す︒・年間︑とても よい思
い出をつくることが できま
した︒
田辺 茜
もう卒業だと考えると、とても寂しく思い
ます。３年生になり、こんなにも楽しいと思
える学校は初めてで、最高の思い出ができ
ました。（略）
河村秋名

一月二十三日︵土︶に弥富会場で行われた﹃日
本漢字能力検定﹄の合否が発表されました︒
結果は︑受験した三十人の皆さん全員が合格！
おめでとうございます︒

K

〜子育て講座〜

二月二十五日︵木︶須佐公民館で
乳幼児の親子を対象とする﹁子育て
講座﹂が開催されました︒
講師は︑更生保護女性会八人の皆
さん︒最初に手づくりのペープサー
ト人形劇﹃大きなかぶ﹄を親子で見
たあと︑子育てについてのお話を聞
きました︒
参加した皆さんが︑子育ての悩み
を抱えていましたが︑講師の皆さん
からの心強いアドバイスと﹁何より
もお母さんが元気でいること！﹂こ
の言葉を励みに︑最後は笑顔で帰ら
れました︒
お母さんが話を聞いている間︑子
どもたちは︑講師の方々と楽しく遊
んでいました︒

たきぎ

萩市食生活改善推進協議会須佐支部
支部長 野 村 順 子
入退院を繰り返していた病弱な母
でしたが︑両眼の視力を失ったのは
私が十歳の時︒そして︑病と貧困と
闘い続け波瀾の生涯を閉じたのは四
十二歳でした︒当然のことながら︑
私の方が母より長生きしていること
になります︒
今こうしてなんとか生活できるの
は︑
﹁学校だけは行かせてやって﹂と
父に言い残してくれた母のおかげで
あるといえます︒
日曜日や夏休みには︑目の見えな
い母に代わって畑の草取りをするの
が私の仕事でした︒ 薪 集めや稲刈り
の手伝いも⁝︒ご飯を炊いたり漬物
を漬けたり︑母に教わりながら食事
の世話も十歳頃からしていたので︑
同年代の人と比べると私の主婦歴は
長いことになります︒

﹁暑かったろう︑ご苦労だったねえ︒
ちょっとお休み︒きょうのお話はね
え⁝︒
﹂
とラジオで聴いた︿おとぎのへや﹀
の童話をよく話してくれたものです︒
﹃アラジンと魔法のランプ﹄や﹃ア
リババと四十人の盗賊﹄は大好きな
お話でした︒多少︑母の創作も入っ
ていたかも知れないのですが︑淀み
なくすらすらとよく記憶して話して
くれたものだと思います︒友達と遊
びたい盛りなのに手伝いをする幼い
娘への精一杯の愛情表現だったので
しょう︒
どうしても︑出かけなくてはなら
ない近 所の お葬 式や 学校の 参観日
︵個人懇談︶は母の手を引いて連れ
て行ったものです︒遠い昔の幼い頃
のことを鮮明に思い出すことができ
るのは︑いつも母が正面から私と向
きあってくれていたからではないで
しょうか︒
自分が母親の立場になって︑子ど
もたちに愛情を持って接してきたで
あろうか︑今頃になって反省するこ
とが多々あります︒

家庭より仕事優先で毎日がゆと
りもなく過ぎ︑いつの間にか二人
の子どもたちは︑家を離れていき
ました︒
病気やケガ︑進学など人並みに
大変なときはあり︑その都度︑最
善の方法で対処してきたつもりで
はあるのですが⁝︒
この春︑高校と大学受験の子ど
もをかかえ奮闘中の娘に︑親の権
威をふりかざし︑私がよくいう言
葉は︑
﹁健康管理は︑母親の責任だから
ね︒ちゃんと食べさせてる？何よ
りもあんたが元気でなくてはね︒
﹂
本当に︑盲目の母には及びもつ
かないお粗末な私の子育てを︑あ
の世で苦笑しながら見守っている
ことでしょう︒

アマチュアのスポーツ・文化・ボランティア・地域・指導活動などを行う５名以上の社会教育
関係団体を対象とします。
１、保険期間

２０１０年４月１日午前１０時より、２０１１年３月３１日午後１２時まで
２、加入区分

Ａ 高校生以上の生徒、学生、社会人などの文化活動、ボランティア活動、地
域活動を行う団体（スポーツ、ダンス、踊りを行う団体を除く）
Ｂ ６５歳以上で構成された団体（ダンス、踊りを含む）
Ｃ 高校生以上の生徒、学生、社会人などのスポーツ活動を行う団体
（ダンス、踊りを含む）
Ｄ 危険度の高いスポーツを行う団体
３、掛

Ａ６００円 Ｂ８００円 Ｃ１，６００円 Ｄ９，０００円
金

「加入依頼書」は須佐公民館（６−２３１０）
・弥富公民館（８−２０４４）に
あります。詳細については各公民館へお問い合せ下さい。
４、そ の 他

お彼岸には︑昔から仏壇に﹁ぼた
もち﹂をお供えしていました︒最近
は︑市販のもので済ます家庭も増え
ているようです︒
﹁ぼたもち﹂は︑う
るち米ともち米を混ぜて炊き︑米粒
が残る程度につぶし︑丸めたものに
餡︵あん︶をまぶしたものです︒
春には︑
﹁牡丹餅︵ぼたもち︶
﹂
︒秋
には﹁御萩︵おはぎ︶
﹂と︑それぞれ
の季節で呼び名を変えることもあり
ますが︑春はこし餡を使ったものが
多く︑秋にはつぶ餡を使う場合があ
ります︒いずれにしても︑甘いもの
が少なかった昔は︑ごちそうでした︒
ちなみに︑砂糖が貴重品だった頃に
は︑柿の皮を干したものを煮て︑塩
を加え甘みを得たと言われています︒
■材料
米１カップ もち米２カップ
あずき５００ｇ 砂糖５００ｇ
塩小さじ２

■作り方
①あずきは︑前日からかぶるくらい
の水に浸けておく︒

②米ともち米を洗い︑ざるにあげ
ておく︒
③あずきは︑新しい水にとり替え
て強火にかけ︑煮立ったらアクを
とり︑弱火にして︑水をさしなが
ら軟らかくなるまで煮る︒
④あずきが軟らかく煮えたら︑煮
汁をひたひたにして砂糖を半量ず
つ２回に分けて入れ︑鍋底に木し
ゃもじの筋が残るくらいの固さま
で煮詰める︒
⑤米ともち米は︑２割増しの水加
減で炊く︒
⑥⑤が蒸れたら熱いうちにすりこ
ぎで半づきにし︑手に水をつけな
がら丸める︒
⑦水にぬらして固く絞った布巾を
手のひらの上に広げ︑餡をのせて
平たくのばし︑そのまん中に餅め
しをのせ︑布巾でつつむようにし
て餡でくるむ︒
⑧⑦の逆に︑布巾の上に餅めしを
平たくのば
し︑餡を餅
めしでくる
み皿に盛る︒

〜 ﹃ 次 世代 に つな げ よう
郷 土 料 理 萩 地域 版 ﹄か ら 〜

しん

阿武よさこい連は︑山口きらら博が開催された年︑平成
十三年十一月に﹁阿武郡を元気にしよう！﹂というかけ声
のもと︑踊りの好きな仲間が集い﹁阿武よさこい隊﹂が発
足しました︒
わらべ

はぎべに つばき

その後︑萩市内からの仲間も増え︑大人チーム﹁神﹂
︑
子どもチーム﹁ 童 ﹂
︑萩市内編成チーム﹁ 萩 紅 椿﹂の三
つのユニットでの活動となり︑これらを総称し平成十六年
には︑
﹁阿武よさこい連﹂と改正しました︒メンバーは︑
保育園児から熟年世代まで︑三世代約八十人が集う︑よさ
こい大家族です︒練習は現在萩市内五会場︵須佐２︑萩︑
むつみ︑明木︶で︑火曜日から土曜日まで︑毎日どこかの
会場で賑やかな声が響いています︒
﹁下手でもいいから︑
楽しく踊ろう！﹂をモットーに活動しているので︑是非あ
なたもストレス発散に一緒に踊ってみませんか？体重の
減量は保証しかねますが⁝？
なお︑只今﹁黒子隊募集中﹂
︒踊れなくとも︑煽りや旗
振り︑写真︑音響等々よさこいに携わることがいっぱいあ
ります︒あなたの参加をお待ちしています︒
○連絡先
柴田真理︵中津︶
℡六︱二七五八

︿俳

歳取らぬ雛 羨 まし語り合う

︵青葉台︶ 津守モト子

︵浦 西︶ 林 竹子

句 ﹀

背を伸ばし伸ばし試着の春コート

︵青葉台︶ 津守マキ子

ひな うらや

柔らかき風に誘われ春が来る

︵上三原︶ 村岡万子

春の雨あなたをやさしくしてくれる ︵横屋丁︶ 茂刈富江

マネキンも水仙一輪たずさえて

︵山根丁東︶ 仁保逸朗

ホールへと振り切るクラブ風光る ︵まてかた︶ 山崎 尚

ぱくぱくと口開けし鯉水温む

︵一 区︶ 石川崇子

歌 ﹀

︵一 区︶ 石川崇子

街灯に急ぎ足なろパートの娘

︿短

だいごえ

鳥の巣で大肥かるいし千枚田

ひのきば やし

あれから幾年 檜 林 に

︵本町上︶ 岩本美子

ふるさとの一両電車ひた走る
車窓にみうる海のざわめき︵青葉台︶ 田村雅利

時折に洩るヽ日差しの有難し
北風荒るヽ畑に草取る

※（須公・弥小）

※（図）

※（須公・弥小）
習字教室

※（図）

萩市議会議員選挙

※（須公・弥小）

（図）は須佐図書館、
（公）は各公民館、
（須公）は須佐公民館
（弥公）は弥富公民館、各保育園・学校については略してあります。
※は放課後子ども教室

須佐地域の人口（Ｈ２２．１月末現在）

いよいよ長男の高校入試の発表が
このお雛︵ひな︶様は︑昭和十一
近づいてきました︒息子なりに頑張
年︵一九三六︶二月八日に初節句の
ってはいましたが⁝︒見事さくらが
お祝いとして飾られたものです︒以
咲いてほしいと願うばかりです︒
来︑子どもの健康を願い家庭内の年
この時期は暑くなったり︑また寒
中行事として︑この季節に飾られて
さが戻ったり︑体調をくずしやすい
きました︒
季節︒そうしてようやく暖かい春を
寄贈⁝有田春子︵松原︶様
迎えます︒風邪などひかぬよう十分
気をつけてください︒
中には︑当時から今日まで︑ずっ
桜のつぼみもそろそろ開花するこ
と残されてきたものもあるそうです︒
ろ︒満開の桜をみるのが待ち遠しい
なお︑寄贈されたひな人形は︑須
ですね・・・︒
佐公民館１階ロビーで展示していま
編集者 Ｏ・Ｅ
す︒

色えんぴつ画教室

●須佐さつき学級・あおば勉強室
生きがいづくり講座﹁出会いを大
切に﹂
○と き ３月 日︵火︶
午前 時〜 時 分
○ところ 須佐公民館 講座室
○講 師 法積寺住職︵阿武町︶
西村信教 様
○対 象 須佐地区一般成人

１１

３０

★お問い合せは︑各公民館へ
須佐公民館 ６︱２３１０
弥富公民館 ８︱２２４０

世帯数
人口
前月比
１，１９２戸 ２，６０１人 （−５人）
３０８戸
６９０人 （−２人）
１，５００戸 ３，２９１人 （−７人）

須佐
弥富
合計

・のびのび教室「ウォーキング」
地域内保育園入園式

容
内
事
行

※（図）

※（須公・弥小）
地域内小・中学校入学式・始業式
習字教室

※（図）
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